
 

 

 

北海道小児救急電話相談システム賃貸借に係る 
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１ 概要 

本仕様書は、小児救急相談窓口用として北海道が運用する「北海道小児救急電話相談シ

ステム」の機器賃貸借などについて規定するものである。 

 

（１） 賃貸借物品 

  小児救急電話相談システム機器 一式 

 

（２） 構成 

  ① 電話交換機  

  ② 多機能電話機 

  ③ 搬入・据付・配線等の設置に係る工事及び各種試験調整 

  ④ 賃貸借物品の修繕及び点検等 

 

（３） 設置場所 

札幌市中央区大通西 6 丁目 北海道医師会館 5 階 北海道健康づくり財団事務所内 

 

（４） 賃貸借契約期間 

令和 3 年 10 月 1 日～令和 8 年 9 月 30 日 

 

（５） 納入期限 

  令和３年９月３０日 

 

（６） 施工内容 

  小児救急電話相談システムの設置など 

 

（7） 特記事項 

①本仕様書は、「北海道小児救急電話相談システム」北海道健康づくり財団事務所内に設

置し、小児救急相談を受付けるための装置に適用する。 

②相談受付は３６５日ボタン式電話機で受付をし、音声録音装置で相談内容を録音す

る。 

③１９時から２３時の間は、札幌（保守対象物件の設置場所）で受付を行う。 

④受付電話番号は“011-232-1599”（電話回線は１回線とし、道が配置する相談員は１名）

とする。 

⑤音声応答転送装置で音声案内を行ったあと、受付を行う。 



⑥２３時から翌日８時までは、東京で受付を行い、受付電話番号は同じ“011-232-1599” 

で、ＮＴＴボイスワープを利用し東京に無条件転送する。 

⑦ボイスワープの転送「開始・停止」の操作は東京の受付席で行う。 

また、ボイスワープに不具合が発生した時のことを考慮し、札幌に着呼した時は音声

応答転送装置で応答案内を行う。 

⑧８時から１９時の間は、相談の受付はしないが、音声応答転送装置で音声案内を行う。 

⑨搬入・据付・配線等の設置に係る工事及び各種試験調整により生ずる費用の一切は受

注者の負担とする。 

 

２ 機器仕様 

(1) 電話交換機（主装置） 

① 主要機器構成 

主要な機器構成及び数量は次表のとおり。 

 

機 器 名 称 数 量 単 位 備 考 

電話交換機（主装置） １ 式  

・停電補償蓄電池内蔵   １ 式 停電時１０分以上補償 

交換機本体内蔵 

・通話録音機能 

 

１ 式 録音時間：３万件（５００時間分） 

・音声応答機能 １ 式 任意のメッセージに対応すること 

・停電ユニット １ 式 直接回線を接続し、発着信が出来る

こと 

・ＡＣＤ機能 １ 式 将来２回線収容時に対応できるため 

多機能電話機 ２ 

※内１台

予備 

台 ファンクションボタン２４個 

漢字表示ディスプレイ 

機能ボタン８個 

 

 

 

 

 

 

 



② 一般事項 

主装置は下記の条件で円滑に動作すること。 

 

使用環境条件 

(ア) 電気的条件は、「入力電圧 AC100V±10%、周波数 50/60Hz」とする。 

(イ) 環境条件は、「周囲温度 0～40℃、相対湿度 20～85％(結露なし) 」とする。 

 

③ 構造 

(ア) 外装及び構造は堅牢かつ優美で、関係機器の操作及び点検等が容易で、かつそ

の取扱いが簡便にできるものとする。 

(イ) 塗装 機器の正面塗装は、製造業者の標準色とする。 

 

④ 交換方式 

各種方式は下記のとおりとする。 

(ア) 制御方式は、「蓄積プログラム制御方法」に対応すること。 

(イ) 処理装置は、「３２ビットＭＰＵ」に対応すること。 

(ウ) 通話路方式は、T D/PCM 方式・T1 段」に対応すること。 

(エ) 信号伝送方式は、デジタル伝送(ボタン電話機) 」に対応すること。 

 

⑤ トラフィック条件 

内線１回線あたりにおける最繁時の標準発着信呼量は下記のとおりとする。 

ボタン電話機：8.0HCS(0.22erl)/台、単独電話機：5.4HCS(0.15erl)/台 

 

⑥ 内線線路条件 

(ア) ボタン電話機 2W ディジタル、ループ 40Ω以内、かつケーブル長 300m 以下 

(イ) 単独電話機 ループ 500Ω以内(単独電話機内部抵抗含む) 

 

⑦ ダイヤル条件 

(ア) ダイヤル速度が「２０±１．６ｐｐｓ、１０±０．８ｐｐｓ」に対応している

こと。 

(イ) ダイヤルメーク率が「３３±３％」に対応していること。 

(ウ) ＰＢ信号が「０～９、＊、＃」に対応していること。 

(エ) 最低６種類のサービスクラスが電話機ごとに設定できること。 

 

 

 



⑧  収容回線 

回線数は次表のとおりに対応できること。 

 

 

 

 

⑨ 電源条件 

(ア) 電源装置は整流器と蓄電池で構成するものとする。 

(イ) 入力電圧は「AC100V±10%、50/60Hz」に対応していること。 

(ウ) バッテリは「本体内蔵型 (12V,0.7Ah)×2 個直列」に対応していること。 

 

⑩ サービス機能 

別紙 1 に記載の機能または同等機能を備えること。 

 

(2) 多機能電話機(ボタン電話機) 

① 一般事項 

(ア) 主装置本体と接続し、外線の発着信が可能なものとする。 

(イ) 設置台数は、アナログ停電対応型２台（内１台予備）とする。 

(ウ) ディスプレイは、内線番号、日時、着信音量、着信番号等が表示されること。

半角２０文字以上または全角１０桁以上、６行以上表示に対応すること。 

(エ) 外線ボタン（可変機能ボタン）は 24 個以上であること。 

 

② 各種機能 

(ア) 機能ボタンとして、「再ダイヤル、代理応答、オンフック（スピーカー）、電話

帳、短縮、保留、音量調節」に対応できること。 

(イ) 発着信履歴表示機能として、「着信履歴３０件以上、発信履歴３０件以上」に

対応できること。 

(ウ) 電子電話帳として、「電話機１台あたり１０番号以上登録可能」であること。 

 

３ 工事仕様 

(1) 配線工事 

① 道指定の設置スペースまでの配線は原則として既設配線を利用すること。 

② 設置スペース内における機器配線は新規配線とする。 

回 線 種 別 最低実装 備 考 

アナログ回線 ２回線 

以上 

ナンバーディスプレイ対応 

２回線（現行１回線）となった場合にも 

対応すること 

ボタン電話機内線 ４回路 

以上 

停電対応 



 

(2) 必要機能実装 

① 通話録音機能 

録音時間は３万件（５００時間分）とし、電話機等から録音内容が確認できること。 

 

② 発着信履歴 

応答する・しないに関わらず外線からのすべての着信に対して、着信日時・相手電

話番号等を記録し、確認できるようにすること。 

 

③ 転送機能 

(ア) ＮＴＴ東日本回線付加サービスであるボイスワープ（無条件転送・応答後転送）

機能が活用できること。 

(イ) 主装置の夜間切替機能を利用した転送の場合は、スケジュール機能によるタイ

マー運用ができること。また、この場合は動作中であることがランプ点灯など

外見で分かること。 

 

④ ボタン電話機 

可変機能ボタンに以下の表示・設定をすること。 

(ア) ワンタッチ登録（３ボタン以上）が使用可能なこと。 

(イ) 在席、離席表示が、使用可能なこと 

(ウ) 夜間切替表示が、使用可能なこと。 

(エ) 外線使用中表示が、使用可能なこと。 

(オ) 通話録音再生確認が、使用可能なこと。 

 

⑤ 音声応答装置 

録音テキスト用意および、録音作業は道が実施する。 

施工時には、録音時間を考慮してスケジュールを組むこととする。 

 

(3) 各種試験 

① 基本動作試験 

各装置の設置完了後、単体での動作試験を行い、異常がないことを確認すること。 

 

② 総合試験 

(ア) 全ての設置作業完了後、実運用と同等環境による動作確認を行い、各機器等が

円滑に動作することを確認すること。 

(イ) ボイスワープ(無条件転送・応答後転送)機能に係る試験においては、宛先への



転送状況の正常確認を行うこと。 

 

③ 試験結果 

試験結果については、総合試験終了後、速やかに道へ提出すること。 

 

(4) 切替工事 

① 切替工事時に不要になった既設機器は、道が別途指定する札幌市内の場所へ搬出す

ること。 

② 工事可能時間帯は、一日あたり１２０分程度（１６時３０分～１８時３０分予定）

のため、事前に主要な機器設定を済ませておくこと。 

 

(5) 撤去工事 

リース契約期間満了後、機器の設置場所から当該機器等を撤去し、搬出すること。 

ただし、リース契約期間の延長等、新たな契約により道が直ちに当該機器を貸借する場

合は、撤去を要しないものとする。 

 

４ 賃貸借物品の修繕及び点検等 

(1) 対象 

① 主要機器構成に記載の機器については全て対象とする。 

② ラコード、配線などの消耗品は対象に含まない。 

 

(2) 故障対応 

当該装置上において故障が発生した際は以下のとおり対応すること。 

① 故障受付時間 

24 時間 365 日受付対応すること。 

② 故障派遣時間 

23 時から翌 7 時の深夜帯を除くすべての時間について派遣対応すること。 

③ 故障個所切分作業 

対象機器にかかる故障被疑箇所を確認し、報告すること。 

なお、４（1）②に記載の消耗品が被疑である場合についても報告すること。 

④ 故障回復作業 

(ア) 故障発生時は、作業要員（以下「要員」という）を派遣し、故障回復に必要な

作業を実施すること。 

(イ) 故障対応後、速やかに故障原因等について報告すること。また、復旧に至って

いない場合においても、必要に応じて経過報告をすること。 

(ウ) 業務の都合上、やむを得ず修理対象機器を機器設置場所以外で修理する場合は、



事前に道に了承を得ること。 

(エ) 修理期間が複数日程となる場合は、当該機器と同等の性能を有する代替機器

（但し予備機のあるものは除く）を、必要な設定を行い設置すること。 

(オ) 機器不良が原因の故障において、修理不可である場合は、当該機器と同等の性

能を有する機器を用意し、必要な設定を行い設置すること。 

 

(3) 業務管理者 

業務の管理者を定め、通知すること。 

 また、実際の故障派遣時には、派遣される要員の情報を連絡すること。 

 

(4) 定期点検 

① 円滑な運用の実現を目的に、月 1 回の定期点検を実施し、結果を報告すること。 

② 定期点検の際に、必要に応じてカレンダーファイル、時刻設定の最新化作業を実施

すること。 

③ 定期点検の際に、発着信情報のログデータを取得し、メール等で提出すること。 

 

(5) その他 

定期点検以外に、緊急対応などのためにログデータを取得する必要がある場合は対応

すること。なお、発生頻度は月１回未満、時間帯は平日日中帯を想定している。 

   

 

５ 提出物 

リース契約開始時に次の書類を提出すること。 

(1) 構築にかかる完成図書を提出すること。 

(2) 連絡先などを記載した手引書を提出すること。 

(3) ログ取得方法についてのマニュアルを提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

別紙1

内線ＰＢダイヤル送出 通話相手番号/名称表示 内線電話帳

不在転送 話中・応答遅延転送 内線着信拒否

単独電話機収容 多者会議通話<招集型(インカムモード)>

内線フッキング 内線ﾜﾝﾀｯﾁ呼出/話中表示(DSS/BLF) 不在表示

ページング応答 内線ハンズフリー応答 内線代表

内線一般着信 　　内線着信鳴り分けサービス　 内線着信履歴

内線保留  内線パーク保留 内線転送

外線通話者確認 内線音声呼出 内線発信

内線ホットライン リセットコール 代理応答

リセットコール割込通話　 内線キャンプオン 内線着信応答

転送電話（手動転送）       多者会議通話 聴話

通話料金管理 通話時間お知らせタイマ テナント

外線フッキング バーチャルライン方式 トーン切替

ＦＡＸ受信通知 警察・消防発信時の呼び返し対応 外線保留応答

着信分配（ＡＣＤ）       通話録音アナウンス 外線転送

不完全転送呼の発呼者戻し  ナンバー・ディスプレイ対応 留守番モード

ダイヤルイン (ＤＩ)  電話／ＦＡＸ自動切替 外線着信音識別

外線お待たせメッセージ       通話中外線着信通知 外線保留

外線別着信音指定       ミューティング(通話中着信音低減)   保留警報

特定番号迂回発信 特定電話番号発信規制 ボタン指定捕捉

テナント外外線着信応答       ダイレクトインライン (ＤＩＬ) 外線着信応答

ストレートラインＤＩ       ダイレクトインダイヤル (ＤＩＤ) 外線個別着信

チェーンダイヤル       ワンタッチチェーンダイヤル スライド着信

プリセットダイヤル       ポーズ自動挿入 サービスクラス

特定番号自動付加発信　 ＰＢ外線発信時＃ダイヤル自動付加 着信警報

外線発信       ワンタッチダイヤル 短縮ダイヤル

リダイヤル リトライ       発信履歴（サーチリダイヤル） 電話帳

スーパーリトライ       外線発信ウェイティング 外線発信規制

電話機エコモード リモート保守管理 スピーカ受話

オンフックダイヤル 外線／内線ハンズフリー 簡易出退表示

ラインロックアウト 夜間切替 ボイスメモ リモート操作

チャイムタイマ 不在時自動ハンズフリー 省電力モード

プログラマブルキー イヤホンマイク/ヘッドセット接続 キー・ロック

なんでもワンタッチボタン   タイムアラーム


